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孤独と連帯

「舞台芸術制作者オープンネットワーク」
発足に寄せて
橋本裕介

Yusuke Hashimoto

羅しきれるものではないことを初めにお断りしておきます。
まずON-PAMという組織の概要を説明します。この組織では、

舞台芸術の制作実務を推進する者が主体的に参加し、各々の仕事

を通じて日々更新される情報やアイディアを交換、共有し、活動を展
開するための場の形成を基本的な目的としています。
会員は、正会員・賛助会員・学生会員の三種類あり、総会での議
決権を持つ正会員は「個人」での入会を前提としているのが特徴で
す。具体的な事業計画を策定するのは、正会員の中から総会で選
出された理事で構成される理事会です。また、このネットワークの主

■

「委員会活動」
と呼ばれるもので、発足年度は「文化政
たる活動は、
組織の概要

2013 年2月14日の設立総会で正式に発足した「舞台芸術制作者
（通称 ON-PAM）は、舞台芸術と社会を繋ぐ
オープンネットワーク」

「国際交流委員会」
「地域協働委員会」
、以上 3つの委員
策委員会」

会を開催します。それぞれのテーマに即したリサーチや研究を行い、
提言など具体的アクションにつなげていくことを目指しています。正会
員は、いずれかの委員会に所属し、共に場を作っていきます。

て設立準備に携わり、現在は理事長として、この立ち上がったばかり

■

の組織の運営に携わっています。
本稿ではON-PAMの設立経緯や課題、そして今後の展望につ

いて述べたいと思いますが、13 名の発起人たちのさまざまな思いを携

えたこのネットワークの成り立ちを語るのに、筆者一人の文章では網

設立の背景
そもそもこのON-PAMは、突然降って湧いたように始まったもの

ではなく、ネットワークの必要性を感じていた舞台芸術の制作者たち
によるいくつかの流れを基にしています。

viewpoint no.63 001

全国的・国際的な会員制のネットワークです。筆者はその発起人とし

ひとつは、2010 年度にセゾン文化財団とこまばアゴラ劇場の共催

レゼンターと出会う一方で、同行した日本人同士の繋がりが生まれて

で行われた「創造型劇場の芸術監督・プロデューサーのための基礎

、
いた状況に触発されたとも言えます。例えば小倉由佳子（アイホール）

講座」での出会いです。当時は通称「劇場法」の話題がにわかに持

は、その企画がお互いをよく知り合う機会にな
大平勝弘
（STスポット）

ち上がったタイミングでした。折しも3月11日の震災による混乱の中、

り、翌年の彼らが行う共同製作事業に少なからず影響を与えている

この講座のために立ち上げたメーリングリストが、意外にも情報共有

のではないかと思います。

のために効果的に用いられました。特に、震災直後に上演が計画通
りに実施出来なかった公演に関わる助成金の問題では、このメーリ

またTPAMが独自に作っていた流れもありました。2008 年の

ングリストが具体的かつ速やかな対処に功を奏し、ネットワークの意

IETM（Informal European Theatre Meeting）のサテライト・ミー

義が顕在化したということがあります。ここに可能性を感じた、野村

ティングを招致して以降 、ネットワークを知るためのディスカッションを

、中村茜（プリコグ）
、伊藤達哉（ゴーチ・ブ
政之
（こまばアゴラ劇場）

持つ機会などがそれです。1981年に発足したIETMは、世界的な舞

ラザーズ）といったこの後準備会の発起人となる面々が京都に赴き、
筆者が組織していた制作勉強会の参加者や、横堀ふみ（ダンスボッ

台芸術関係者の会員制ネットワークですが、総会を年に2 回ヨーロッ
「サテライト・ミーティング」
を各
パ諸都市で行なうほか、アジア等での

クス）
といった関西の制作者たちとの出会いが ON-PAMに至るひと

地で開催しています。そのミッションを「プロフェッショナルな立場で

つの母体となりました。

舞台芸術に携わる人々が、ネットワークを構築し、相互にコミュニケー

こうして関東からの制作者を迎えて行われた京都でのミーティング

ションをとり、積極的に新しい情報の交換を行い、実際の活動に必

は、互いの距離感（特に震災に対する）の違いがよく分かるものでし

要な具体的な知識や、すでに行われたよい事例を他のメンバーに伝

た。震災の体験の仕方も全く異なり、そもそもお互いが違う前提で活

えていくような活動を主導し、またサポートすることで、世界の同時代

動していることが浮き彫りになったのです。しかし逆に言えば、多様

と
的舞台芸術の質や環境を向上させ、同分野を発展させていくこと」

な前提、立場からの声を受け止め、それを顕在化させる場所の必要

（移動）の促進を
定め、具体的な活動としてアーティストのモビリティ

性をここで意識できたからこそ、今の流れにつながったのではないか

図り、また居住国の経済水準に応じた会費の設定などによってアク

と思います。

「オープン・ネットワーク」の考え方を大切にして
セシビリティを高め、
います。

もうひとつの流れは、Next（ネビュラエクストラサポート）がさまざ

PARCの丸岡や塚口麻里子は、こうして「オープン・ネットワーク」と

まな情報配信サービスや集まりを通じて培っていた制作者のネット

いうものが、文化的コンテクストが異なるもの同士が繋がり理解し合う

ワークでした。Nextは元々チラシ折り込み代行業務などを通じ、国

のに有効な方法、考え方なのではないかと意識するようになりました。

内の若手制作者や商業公演制作者を中心とした繋がりを持ってい

ます。しかし現実には横の繋がりによる情報共有が機能しなかっ

そうしてもうひとつ、個々の動機だけでなく、日本の舞台芸術の状

たことを、震災を経て実感したということがあり、2011年夏のTPAM

況にとっても必然性のあるタイミングだったと言えるのではないでしょ

in Yokohama サマー・セッションでの共同ミーティング開催を機に、
Nextの川口聡 、藤原顕太はネットワークの構築に向けて動き出しま
（＝場所）であるため、常に
した。一方 TPAMは、プラットフォーム
場所に付属するネットワークであるという限界がありました。TPAM
の事務局を預かるPARC（国際舞台芸術交流センター）の丸岡ひろ

うか。現在の活動の根拠になるような制度は、先行世代による粘り

みは、ここで培われてきたネットワークがプラットフォームから独立し、

「劇場・音楽堂」に関する研究と提言がなされ、約10
成立後すぐに、

顕在化されても良いのではないか、と考えるようになりました。2010

年にブリティッシュ・カウンシルが、日本の制作者の英国パフォーミン

グアーツ視察ツアーを組んだのですが、彼らが現地のアーティスト・プ

強い仕事の上に成り立ってきています。2001年11月に文化芸術振興

基本法が設立されましたが、それに至るまで、芸団協（日本芸能実

演家団体協議会）
は基本法に関する研究を1984 年に開始し、2001

年5月に提言まで取りまとめたという経緯があります。さらに、基本法

年の時を経て2012 年 6月に
「劇場、音楽堂等の活性化に関する法

」が制定されたのです。果たして私たちが今後例えば10
律（劇場法）

年かけて準備出来る環境は一体何かと問うたとき、まず場を自ら作る
ことから始めなくてはならない状況なのではないかと、そういうタイミン
グだと考えたのです。

■

設立までの議論

2011年11月から具体的な設立準備が始まりましたが、この準備会
を時系列で追いながら、どのような議論を経て現在のON-PAMが
形作られたのかを紹介します。

（月） 森下スタジオ
2011年11月21日
viewpoint no.63 002

制作者が集まるネットワークについて、改めて問題意識、動機を語
り、自分たちを発起人として組織を立ち上げるのかどうか、その意思
を確認しました。
IETMサテライト・ミーティング @TPAM in Yokohama 2011

さらにそれがどんなネットワークであるべきか、意見を交わしました。

「アドボカシー（提言）団体として理論構築する」
、
「具体的に直面する

認知・普及を行っていくということも含まれるのです。これは、舞台芸

こういった言葉は比較的早く共有出来たように記憶
問題に対応する」

術と社会をつなぐ存在である制作者のネットワークだからこそ語るべ

しています。
しかし、さらに踏み込んだ組織のイメージを語り始めると、

き理念として、いつでも立ち戻ることのできる立脚点となりました。

途端に意見が分かれたことは印象深く、現在でも議論が分かれる際
の根っこにあるギャップのような気がします。
次に準備会として立ち上げるにあたり、発起人はこのメンバーだけ

（火） 東京
2012 年 6月12日
ここから10月のキックオフ・ミーティングの準備は、伊藤、川口、橋

で良いか、またネットワークの参加者はどういった人を対象とするのか

「規約部会」が作成した規約案を基に、会の姿を具
本で構成される

について議論しました。この日確認したことは、ネットワークに参加す

体的にイメージしながら議論していきました。

「制作者」
という言葉を広義に捉え、その意思があればアー
る対象は、

まず独立性をどう保つかということが大切な議論になりました。例

ティストや批評家も含め「作品と観客をつなぐ仕事をしている人全般」

えば文化庁のような組織からの事業委託や事業対象の助成金を前

としたことです。また、発起人は、団体を代表するのではなく、個人と

提とした活動では、政策によって予算が左右されサスティナブルな運

して参加出来る人たちで構成する、ということも確認されました。

営が出来ない可能性があるため、独立性を担保する必要があるので
はないかと話しました。ではどのように運営を可能にするかということ

（火） 森下スタジオ
2011年11月22日

になり、会の主旨に賛同する者から募った会費制度というものを私た

翌日も引き続きミーティングを行いました。この日の具体的な議題

ちは選択しました。その上で会費を納める会員について議論したの

は、準備会を発足させ、次年度からの資金を確保すべく、セゾン文

ですが、特に議決権をもつ正会員は団体ではなく、個人にすることを

化財団に助成申請を出す準備についてでした。このとき団体の名

決めました。次にどのような体制で運営するのかについて議論しまし

「舞台芸術制作者ネットワーク・ミーティング（仮称）
」
と暫定的
称は、

た。ON-PAMは、NPO 法人化を意識していますが、特に理事会

に定めました。丸岡、塚口が所属するPARCに準備会事務局を置く

と事務局の関係について考えました。先に述べたように、会費ベー

ことを決め、二人が準備した申請書を基にしながら議論をしました。

スで運営を考えると、発足間もない段階では、会費だけで専属の事

「国際的」
という言葉の捉え方でし
この日大きな議論になったことは、

務局員を雇用出来るとはとても見込めません。そのような中、例えば

「事業の目的」
の欄に当初書かれていた文案では、
「ア
た。申請書の

若手の制作者を安価な報酬で業務を担わせるような安易な方法を

という文言が記されていまし
ジアを中心とした国際的なネットワーク」

採った場合、理事会と事務局の距離は一気に広がり、事務局員は疲

「アジア」
という言葉があったことで、メンバー間の
「国際」
た。特にこの

弊し会も霧散してしまうことが予想出来ました。ですから、理事の中

感覚の差異が際立ったのではないかと思います。既に国際的に活動

から事務局長を行う者を選び、他の理事もまた実務を通して会を運

「アジア」
とは日本そのものも含まれ、地理的 / 物理的
する者にとって、

営していくべきだと考え、そのような関係性をイメージしました。

にネットワークを広げていく上でごく自然なステップだと、そんな認識

もうひとつ重要な議論は、なぜ協会組織ではなくネットワークなの

だったと思います。しかし、実際に国際的な活動を行っていない者に

と名の付くもの
か、ということでした。全ての「協会」や「ネットワーク」

とっては、そもそも言語的／文化的な共通の土台を持たない者同士が

がそうとは限りませんが、私たちの持つイメージとして、次のようなこと

ナショナリティを越えてネットワークを構築することを考えるときに、既

を考えました。一般的に協会と呼ばれる組織はトップダウンで意思

に具体的な地域が示されていることに違和感があったのです。ひと

決定を行うヒエラルキー構造を持ち、一方ネットワークは水平な構造

「アジア」
という言葉は削除し、現実の活動の中で
まず結論としては、

をもつ組織だという違いがあるということです。この私たちの集まりは、

国際的に開いていこうと確認しました。

個々の団体の利益や業界関係者の権利を声高に叫ぶものではあり
ません。舞台芸術の発展を通じて、社会を利することを目指している

（月） 森下スタジオ
2012 年 4月23日

のだから、多様な価値観を受入れる、水平的でメンバーの流動性を

この年の春無事にセゾン文化財団の「創造環境整備」プログラム

「オープン・ネットワー
担保した構造が必要ではないかと考えました。

助成の採択を受け、準備会は、本会の発足に向けスタートを切りま

ク」
という考え方が、ここではっきりと言葉で出てきたように思います。

した。11月の議論で名前の挙がった、齋藤啓（鳥の劇場）を迎え、
発起人は12 名になりました。

「舞台芸術の制作者によるネットワークを
この日共有したことは、

（月） 森下スタジオ
2012 年7月23日
前回の議論を受け、メンバー間にヒエラルキーを生まず、メンバー

発足させ、情報共有や時事的なトピックについて議論を行いながら、

シップの流動性を担保するあり方、それらが構造として実現出来るよ

舞台芸術の外部からも認知・信頼される、広義のアドボカシーを行う」

う、理事の権限や入退会の資格が最小限となるような規約案を検討

「広義のアドボカシー」
ということが私たちにとって重要
ということです。

しました。

で、この日がターニングポイントだったと言えるかもしれません。私たち

また、出席できない理事が多数いる不健全な理事会を避けるため

のような同業者による集まりは、どうしても業界に対して内向きになり、

に、理事の数に上限を設けることや、メインの活動となる委員会のあ

芸術家やその関係者の権利を擁護する方向に傾きがちですが、会の

り方、今後 3 年の活動計画についても検討しました。

そのものに向けられたものでもあります。さらに言えば、舞台芸術の
社会における存在意義、つまり芸術が社会に利する可能性について

10月22日のキックオフ・ミーティングという目標が間近に迫り、発起

人たちは、規約案作成、事業計画作成、広報といった3つの部門に
分かれて作業に当たりました。

viewpoint no.63 003

「広義のアドボカシー」
目的をそこに留めないことを確認したからです。
とは、芸術の制度を下支えする行政だけでなく、私たちが属する業界

「舞台芸術制作者ネットワーク・ミーティング( 仮称 )」
キックオフ・ミーティング

「舞台芸術制作者オープンネットワーク」設立総会

（月） ホテル・アンテルーム京都
2012 年10月22日
（発起人含
平日の京都での開催にも関わらず、全国から総勢 89 名

シンポジウム「
『劇場法』徹底解析〜現状理解と運用の
可能性をめぐって〜」

を通じて、いわゆる制作者という役割が必要だと感じながらも、その
人材が東北で不足している状況、そして何故そうした人材が特に地

む）の参加者を得て、この新しい組織のキックオフ・ミーティングを開

方で育ちづらいのかという問題意識から参加を決めました。

催することが出来ました。

■

「舞台芸術制作者ネットワーク・ミーティング（仮称）とは?」と題し、

本会の主旨を説明し、私たちの目指す「オープン・ネットワーク」の姿
について語りました。そして、発起人それぞれの言葉で設立の動機
を語り、規約案を基に具体的な組織のイメージを紹介しました。

休憩を挟み、今後の3ヶ年の計画を紹介したのち、海外の事例を

紹介するためインディペンデント・プロデューサー、コ・ジュヨン氏（元

Korea Arts Management Service）を招き、韓国の舞台芸術の創

造環境とネットワークについてお話し頂き、30 代で構築されるネット
ワークへの興味と意義が語られました。そこには行政による文化政
策のリードがかなり強い韓国の事情が影響していて、政権や政策が
変わることで、組織が全く違うものに変化したり、場合によっては組
織自体がなくなる状況が背景にあるそうです。たとえ10 年仕事を続

設立総会を迎える
こうして私たちは、年末年始も頻繁にやり取りを重ねながら準備を

「TPAM in Yokohama 2013」の共催事業として、2013 年2
進め、

月13日・14日に設立イベントを開催します。

13日には「舞台芸術制作者オープンネットワーク」説明会と、
「オー
と題したシンポジウムを開催しました。シンポジ
プンネットワークとは?」
「IETM」
からヘンク・カイザー氏、米国の
「National
ウムでは、先述の
Performance Network」からレナータ・ペトローニ氏、韓国でスター
トした
「Asia Now」からパク・ジスン氏、日本の「アートNPOリンク」
から樋口貞幸氏といった、ネットワーク事業を展開しているスピーカー
を招き具体的な事例紹介を行いました。
そして14日は、設立総会を開催し、さらに文化政策委員会での

けても、そうした行政の変化によって、突然失職したり、消耗して続

「
『劇場法』徹底解析〜現状理解と運用の
テーマを先取りする形で、

けられなくなるようなケースが多く、いくら頑張っても先が見えない悩

と題したシンポジウムも開催しました。東京芸術
可能性をめぐって〜」

みを抱えている人が多いということでした。そんな思いを受け止める場

「劇場法」の制定までに様々な形で発
劇場の高萩宏副館長のほか、

として、彼女たちはラフなネットワークを形成出来ないか考えています。

言を行ってきた芸団協の米屋尚子氏を招き、この新しい法律の理解

という組織があり、設
既に韓国では「舞台芸術プロデューサー協会」

とともに劇場／舞台芸術と社会の関係を考えるきっかけとしました。

立15 年以上経つその組織は、コさんの印象では組織の維持それ自

「
『舞台芸術制作者オープンネットワーク』の設立
設立総会では、

体が目的化し、ネットワークと言いながらも閉塞した状態になっている

「規約の承認」
「役員の選任」
「事業計画および活動予
の意思決定」

そうです。こうした反省に立ち、新しいネットワークは、敢えて形式よ

算の承認」が議案となりました。役員の選任に際しては、発起人の

り風通しの良いものを目指しているそうです。

、相馬千秋
（アートネットワーク・ジャ
ほか、斎藤努（ゴーチ・ブラザーズ）

こうした事例の紹介もありつつ、参加頂いた方々から多くの質問や

、武田知也（同）の立候補を受けて
パン│フェスティバル／トーキョー）

ご意見を頂きました。情報交換が活性化するゆるやかなつながりと

理事が決定しました。そして監事には、若林朋子（企業メセナ協議

してのネットワークのあり方と、具体的な目的に向かう委員会活動との

、樋口貞幸（アートNPOリンク）
が選任されました。また、規約に
会）

バランスをどのようにとっていくのかということが質問としてあげられまし

関する議案では、会員の権利や義務そして会費についてシビアな質

た。モチベーションに幅のある会員の集まりをつなぎ止めておくものは

問が飛び出しました。あるいは、文言についての指摘など、制作者の

一体何か、立ち返るべき目的や形式というものを見極めていくことが

集まりだからこその具体的で厳密な問いは、私たち発起人の姿勢を

必要なのだろうと意識させられました。その他、このキックオフ・ミー

正しただけでなく、会員を得てこの組織がより強くなっていくような頼

ティングでは、若手の制作者の立場あるいは公共劇場で仕事をする

もしさを同時に感じるものでした。

立場から、制作者の職能の確立や人材育成といった課題について問
題提起がなされました。

アメリカ、フィリピン、フランス、マレーシア在住の制作者からの参
加も得て、4月26日現在、会員総数は賛助会員・学生会員含め121
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また、このキックオフ・ミーティングに参 加していた、仙台で

名／団体という、当初の想定の倍となる数でスタートを切ったこの

「ARC>T」というネットワーク組織の事務局長を当時務めていた鈴

ON-PAMですが、既に3つの委員会をそれぞれ開催し1）、活動を本

木拓を、これを機に発起人に迎えました。設立の背景で紹介したよ

うな震災後の状況に対して、より切実に取り組んでいた彼の立場が、
「ARC>T」の活動
私たちにとって必要だと感じたからです。彼自身も

註1）
「国際交流委員会」
「地域協働委員会」
「文化政策委員会」

格化させています。また、有志による
「会員提案企画」なども企画さ

Article̶❷

れ、各地で説明会や勉強会が行われています。このように多くの会

不安を忘れない

員を得たことで、ともすれば全ての活動を把握出来ないほどに、有機
的に同時多発的に会員それぞれがこのネットワークを活かし始めてい
ます。

■

ダグマー・ヴァルザー

今後の活動

Dagmar Walser

ここのネットワークを単なる懇親会に終わらせず、状況を変革する

だけの力を持つべく、今後の活動を次のように考えています。今年
度は法人設立を目指したテスト・ラン・イヤーと位置づけ、またアジア
での有機的なネットワークの形成に向けた準備と周知を行っていきま
す。そして首都圏中心ではないポータブルで有機的な場の運営スタ

ダグマー・ヴァルザー氏は、東京文化発信プロジェクトの国際招聘プログ

イルの実践を、委員会活動を中心に行っていきます。2014 年度の目

ラムに招かれて来日、その後セゾン文化財団のヴィジティング・フェローとし

標は、法人設立とアジアでのミーティングの開催を掲げています。さ

らに委員会活動の成果として、政策提言等を行っていきたいと考えて
います。

て2012 年10月から12月にかけて森下スタジオに滞在していた。帰国後、

日本での見聞を綴った本原稿の原文（ドイツ語）は、ドイツの演劇専門誌
『Theater Heute』3月号に掲載された。

（編集部）

こうした目標を掲げる一方で、既に開催した委員会で明らかになっ
「政策提言を主とした委員会で、会員の総意をどのように取
た課題、

福島原発事故から2年が過ぎ、日本の演劇界では

「議論をどこまでオープンにするべきか」
といったことに
りまとめるのか」

若い演劇人たちが、東京の外でコミュニティ・プロジェクトや

ついても、真摯に取り組んでいかなくてはならないと考えています。

リサーチを活発に行っている。
ダグマー・ヴァルザーがその跡を追った。

最後に本稿のタイトルの意図を紹介して、筆者自身のまとめと代え
させてもらいます。このタイトルは、京都大学大学院で美学芸術学・

集合場所は東京の南にある新橋のニュー新橋ビルディング。小さな

（以下）
情報文化論を専門としている吉岡洋教授のブログのテキスト

売店やマッサージ店の多い商業フロアとオフィスが同居する、かなり

から借用しています。

年季の入ったビルだ。竣工は1971年。今から2 年前、3 基でメルト

「人が孤独になるのは、より深い連帯を求めるからである。連帯は

ダウンがおきた福島第一原発の運転開始年でもある。新橋は今も多

孤独を通してしか到達できない。孤独と連帯とは対立するものでは

忙な街だが、福島第一は廃墟である。演出家の高山明は熟慮の末、

なく、ともに発展してゆく。孤独になりえない人は、真に連帯すること

」に書き足した
「福島̶エ
エルフリーデ・イェリネクが昨年「光のない。

」
はできない。たまたま同じ境遇にいることは、連帯ではない。

ピローグ」を上演する場所として新橋を選んだ。新橋には東京電力

設立経緯の項でも書きましたが、この新たに立ち上げたネットワー

の本社があり、また毎週金曜日の晩に反原発デモが行われる首相

クは、業界の利益を代弁するのではなく、各々が自分の立場や役割

官邸前からもそう離れていない。さらには、とりわけ1970 年代・80 年

を越え、舞台芸術の振興を通じて少しでもましな未来の社会のビジョ
ンを描くことが目的です。そのために、まず「個人」から始めて連帯し

代の東京の経済的繁栄を支えた新橋のような地域のために、福島

原発は電力を供給してきたのである。
このビルの3 階で、観客は小型ラジオとポストカード一式を手渡さ

ようとすること、その思いを原点にこの「舞台芸術制作者オープンネッ

れる。カードにはこのツアー・パフォーマンス作品で訪ねる12ヵ所へ

トワーク」
を運営していきたいと思います。

の道順と、各所で聴くラジオの周波数が示されている。イェリネクの
この作品では、恐ろしい風景をひとつの声が貫いている。その抜粋
を高山は、福島原発の避難指示区域に近い、いわき市の女子高校
橋本裕介

生たちに朗読させた。観客が一人ひとり訪問先の部屋にはいってい

1976 年 福岡生れ。舞台芸 術プロデュー

く。ふとんが敷かれたままで、住人が起床したばかりであるかのよう

（はしもと・ゆうすけ）

に思える部屋。日常から引き裂かれた住人。そこから何ブロックか
離れた次の部屋では、防護服を身に着けた等身大の人形に出くわ
す。被ばく量を測定するかのようにガイガーカウンターを手にしている。
福島と東京が重なり合い、そして耳に響くのはプロフェッショナルでは
ない無愛想な若い声で、不安を覚えながら引き込まれそうになる。

■

ことばの彼方へ
東京には日常が戻った、2 年前のあの大事故も簡単に忘れられる

「フェスティバル／
だろう。演劇ツアー後、高山は言った。だからこそ、

トーキョー」プログラム・ディレクターの相馬千秋が、彼にこのテキスト
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サー。合同会社橋本裕介事務所代表。京
都大学在学中より演劇活動を開始。2003
年橋本制作事務所（現 合同会社橋本裕
介事務所）
を設立、京都を拠点として、現
代演劇、コンテンポラリー・ダンスのアー
ティストのマネージメント、公演の制作業務
を展開する。この他、京都芸術センター事
の企画・運営を皮きりに、さ
業「演劇計画」
まざまな劇場、機関・施設と連携した企画
を展開するなど、演劇・ダンスに関わる多
彩なプロジェクトを手掛けている。2010 年
からは「KYOTO EXPERIMENT（京都国際
」
のプログラム・ディレクターを
舞台芸術祭）
「舞台芸術制作者オープン
務める。2013年
ネットワーク」
理事長に就任。

